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令和4年10月13日、全国法人会総連合主催の法人会全国大会が初めて、千葉県で
開催されました。
詳細内容は本会ホームページの広報誌Web版にご紹介していますが、幕張メッセ
イベントホールを会場に、全国から各法人会役員、全国法人会総連合の小林栄三会長、
阪田 渉国税庁長官、熊谷俊人千葉県知事、協力保険会社3社社長等々、1,700人が
一堂に集いました。
大会式典に先立ち、千葉県市川市出身のテレビキャスター安藤優子氏の講演
「女性がテレビで仕事をすること」があり、本会からも多くの役員、会員が参加し、
講演に聞き入りました。大会では、来年度の税制改正提言に向けての議案が採択
されました。(提言概要は、7ページ～ 10ページに紹介しています）
【全国大会の模様はこちらで詳しくご紹介しています。→千葉西法人会ホームページ「法人会からのお知らせ」
】

幕張メッセ迄の誘導担当
青年部会応援スタッフ

千葉西税務署からも西野署長らが視察来場
下さいました

役員・会員30名余りが講演会、
式典に参加

千葉ロッテマリーンズナイター応援！
優申会だより「第41回通常総会・記念講演会」
令和4年度 役員大会
第38回全国大会（千葉大会）於：幕張メッセ
（令和5年度税制改正提言）
税務署だより

会員投稿ページ
『専門税理士さんのワンポイントアドバイス』(Ⅱ)

こんにちはトップに直撃！ 第26弾

地域の仲間たち

物産展会場
習志野ふるさと産品業者会さんと
女性部会応援スタッフ

有限会社コトブキ

川辺住販㈲／平和防災㈱
㈲丸光商事／かもめトラベル㈱

P.1 〜
P.3
P.4 〜
P.7 〜

P.11 〜
P.16
P.17 〜

幕張メッセ イベントホール

裏表紙

スマホ・タブレットの方は
こちらから

※千葉西法人会の事業予定はホームページをご参照ください。

https://www.chibanishi.or.jp

千葉ロッテマリーンズ
千葉ロッテ
マリーンズ

ナイター応援

7/21
千葉西
ブロック

1塁側内野席にて対西武ライオンズ戦
を100名が応援しました。

7/29
千葉北
習志野
ブロック

外野スタンドデッキで、132 名が
対オリックスバッファロー戦を
楽しく観戦しました。
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今年は、1 勝 2 敗 !!
3 年振りに各ブロックで、地元「千葉ロッテマリーンズ」を応援！
2 年間実施できませんでしたナイター観戦を漸く今年は 3 日に分けて、実施しました。大変多くの参加ご希望を頂き、当
初の募集枠を広げ、
合計 344 名の皆様に楽しく観戦頂くことができました！結果は、
7/21（木）千葉西ブロック（100 名）が、
内野席で対西武ライオンズ戦を応援し、5-4 で勝利！ 7/29（金）千葉北ブロック（57 名）と習志野ブロック（75 名）
、対
オリックスバッファローズ戦と 8/10（水）八千代ブロック（112 名）の対ソフトバンクホークス戦は、
共に外野スタンドデッ
キ（4 人席 - テーブル付、自由なゆったりスペースの貸切席）で応援しましたが、オリックス戦は、延長 12 回 8-9 で、ソフ
トバンクとは 3-4 で、競り負けました。今回は、3 試合とも 1 点差の試合となり、暑い夏の夜、応援には更に熱が入ってい
ました！！

【応援の様子は、
千葉西法人会 HP のトップページ「法人会からのお知らせ」にも沢山掲載しています。
スマホやパソコンで是非ご覧下さい！！⇒「千葉西法人会」で検索！「広報誌ほうじん千葉西につ
いてのお知らせ」に掲載しています。
】

スマホ・タブレットの方は
こちらから

7/29
千葉北
習志野
ブロック

8/10
八千代
ブロック

総勢 112 名で、佐々木朗希投手
を思い切り応援‼

法人会は地域に密着した活動を展開しています
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優申会だより
第41回 千葉西優申会通常総会

記念講演会

逆境に負けない中小企業の在り方
〜 WithコロナAfterコロナの時代に向けて〜
株式会社minitts

代表取締役

中村

朱美

氏

3年振りとなった「総会記念講演会｣ は、飲食店の常識を覆す経営手法で『佰食屋』を超人気店に成長さ
せ、数々の大賞を受け、テレビにも度々、取り上げられている、中村朱美社長にお願いすることができました。
参加者の中には、京都迄、中村社長のお店を見に行ったというレストランオ－ナー夫妻や著書を読んで是非、
本人の話を聴きたいという製造業の人事部長もおられ、幅広い分野からの人気の高さを感じました。
講師の中村社長は、早くに会場に到着され、入念に準備をされていましたが、開講後は、過去の実績紹介
に留まらず、コロナ禍での苦渋の決断、その後のチャレンジ等、殆ど息をつく間も無く、予定の1時間半は、
その倍の濃度の内容だった様に思います。常に、経営者として、どう考え、どう行動すべきかという視点から、
現状に満足せず、失敗をも糧にして、次を目指す、
「企業家」としてのお話しは、印象的でした。
（広報委員/市原康（優申会副会長）
）

右から、田久保浩一会長、
講師中村様、大田禊之前理事

千葉西優申会

第41回通常総会

令和4年9月26日(月)、千葉西優申会
（優良申告法人として、税務署の表敬を受けた法人32社で構成）
の通常
総会をホテル ザ・マンハッタンにて開催しました。ご来賓として、千葉西税務署から、西野正之署長、植村
祥子副署長、法人課税第一部門 増渕 悟統括国税調査官、同じく清水龍生上席国税調査官にご臨席頂きました。
規約に従い、田久保浩一会長（田久保建設㈱）が、議長として予定4議案を審議しました。先ず、議案第1号
令和3年度事業報告、第2号 同収支決算について、監事報告の後、原案通り承認、続く議案第3号 令和4年度
事業計画（案）
、第4号 同収支予算（案）についても原案通りに承認されました。議事終了後、来賓を代表し、
西野正之署長から、ご挨拶を頂戴しました。その後、交流会に移り、新たな年度開始に当たり、会員相互の
親交を深めることができました。

司会は佐久間修監事代理
（TKK ㈱）

田久保浩一会長挨拶

西野正之署長ご挨拶

各種セミナーで経営感覚を磨き、視野を拡げよう
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令和4年度

公益社団法人

千葉西法人会

役員大会開催

令和4年度の役員大会は9月5日(月)ホテルニューオータニ幕張・2階、鶴の間において、役員並びに来
賓を含む54名の皆様の参加をいただき、第一部 会長挨拶、来賓ご挨拶、委員会・部会報告、第二部 千葉
（アクリル板の反射で写真の映りに支障が出ております）
西税務署長講話の二部構成で開催されました。
第一部

会長挨拶、来賓ご挨拶、各委員会・部会報告

２年振りに開催された役員大会は、尚、人数を制限
し、恒例の第三部 役員交流会は実施しませんでした。

各委員会・部会報告

総務委員会（市原委員長）
報告
今年度は、多くの事業が復

それでも、委員長、部会長からの事業報告、発表は

活します。これ迄の経験を活

とても力の入ったもので、会場は熱気に包まれました。

かし感染拡大防止へのルール
は厳守頂き、その上で、各事
業へ奮ってのご参加をお願い
します。
10月13日（木）
、
法人会の全国大会が開かれます。
事前申込みで、当日、幕張メッセの会場で、安藤
優子さんの講演会等をご覧頂くことが可能です。
どうぞお気軽にお申し込み下さい。
総務委員会の新テーマは、予算構成の見直しで
す。より会員の皆様に役立ち、無駄無く、公平な
第二部

税務署長講話

7月に赴任されたばかりの千葉西税務署 西野正之
署長から「政策評価と国税庁の取組等」と題して、
講話を頂きました。
「政策評価」とは、平成10年に定められた「中央
省庁等改革基本法」を基に、国税庁でも行政の一層
の効率化、信頼アップに向け、目標を設定し、計画
→実施→評価を繰り返しているとのお話しでした。

資金配分を行い、会員、未加入法人の皆様に法人
会の存在意義を高めて参ります。
最後に、来年度は役員改選の年です。組織強化
に向けて、各支部、ブロックが確り活動出来る様、
新メンバー選出宜しくお願い申し上げます。
税制委員会（依田委員長）
報告
今年度も4月実施の「税制

普段は、イメージはあっても具体的な内容や方法

改正に関するアンケート」を

を目にすることは稀ですので、とても新鮮で、国税

基に、全国の法人会からの代

庁、税務署側のご努力を改めて知ることができまし

表者、専門家が現在、内容を

た。法人会も「政策評価」には一役も二役も貢献す

まと

纏めています。それが10月の

べき立場ですので、「健全で活力ある経済、安心で豊
かな社会実現」へ向けて、共に努力して参りたいと
強く感じました。

全国法人会総連合千葉大会で、
法人会全国統一の「令和５年度税制改正提言」と
して採択されます。
その後、本会でも、この「提言書」を議員、首
長へ直接手渡し、企業側の税務に関する要望が、
更に行政に反映される様、税のオピニオンリーダー
としての活動を進めます。引き続き、会員、役員
各位のご理解、ご協力をお願い致します。

西野正之署長

企業と共に地域社会の発展に取り組んでいます
ほうじん千葉西
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広報委員会（髙橋委員長）
報告

恒例の ｢法人会フォーラム｣ は自治体の感染防
止ルールに従った形で開催予定です。聴いて良かっ

年 間4回 発 刊 の「 広 報 誌 」
では、平成28年１月に再開し

たと感じて頂ける講師、テーマを選定したいと思い
ます。

た「地域の仲間たち」が前回

研修事業はコロナ禍で、当初、厳しい環境でし

で26回連続、ご紹介先は100

たが、
「ネット利用」導入により、逆にこれ迄に無

社を超えました。同年夏スター

い新たなニーズを捉えてきている様にも感じてい

トの「こんにちはトップに直

ます。今後も、法人会公益事業の柱、研修事業を

撃！」では、広報委員が交代で会員企業の経営トッ

更に充実して参ります。引き続き、ご支援・ご協力、

プに直接インタビューします。この秋号で26社目

宜しくお願い致します。

ですが、毎回、インタビュアーの個性で経営者の
本音を聞き出し、事業承継問題や人材育成の悩み

厚生委員会（安宅委員長）

等にも切り込むストレートな内容です。又、株式

報告
法人会の福利厚生制度、協

会社ユアスペースウエダさんの旅行記からスター

力保険会社の生命保険、損害

トした「会員投稿ページ」は、現在4人目の連載、

保険、がん保険を広くご利用

「専門税理士さんのワンポイントアドバイス」が好

頂き、ありがとうございます。

評です。

皆様がご利用下さる提携保険

一方、コロナ禍で、ホームページの充実も進み、

3社から法人会へ戻る資金は、

特に「会員検索システム」は大いにご活用頂ける
ツールです。スマートフォンからでも簡単に、検

当会年間収入予算44百万円の４割近くに上る大き

索できますので、是非、ご体験下さい。入力は、

な柱であります。

会社名でも業種でも、その一部の文字を入れれば
該当する全先が検索される、優れものです。
更にネット活用すべく、委員全員で「Chatwork」

もう一つの厚生事業、会員交流活動は漸く本来
の事業復活に向けて動き始めました。7、8月、
「千
葉ロッテマリーンズナイター応援」を3年振りに実

を利用しています。万一、委員会が開催できなく

施、当初募集枠を拡大し、総勢344名の参加を頂

ても、委員相互の情報共有が可能です。

きました。ゴルフ大会も再開され、昨年来、延期

今後も、広報委員会へ幅広いご提案、ご意見お

していた「全ブロック会員交流親睦ゴルフ大会」は、
6月22日(水)太平洋クラブ成田コースに、ご来賓含

待ちしています。

む74名の参加を頂きました。更に、ブロック単位
研修委員会
（時田委員長）

での「管外研修会」も、日帰りでのミュージカル

報告

鑑賞企画等の計画が進んでいます。
小規模なパソコンや簿記研

必要な対策は確り行う中、厚生委員会活動で、

修 は、 定 員 制 を 敷 き、 換 気

会員各位、従業員の皆様への福利厚生拡大に本年

対策等を十分取りつつ実施

度もお役に立ちたいと思っています。宜しくお願

し、決算や新設法人説明会は、

い申し上げます。

Zoom配信を基本として開催
しています。「税制改正説明
会」は、
「インボイス制度」にも触れる形で、全ブロッ

組織委員会（飯田委員長）
報告

ク合同Zoom配信にて開催案内したところ、140

本年度は、新たな法人会員

名超の申し込みがあり、インボイス制度への関心

勧奨目標を各ブロック20社と

の高まりを感じています。

しました。昨年度末の会員数

更に本格的な「ネット研修会」も開始しました。

は、１年前より18社減。４年

ネットの長所を活用すべく、本会単独でなく近隣

連続の減少でした。本年度こ

４法人会合同実施としコストを抑えました。

そは、会員数増加を目指しま

経営に差がつく！税の知識が身につく！人脈が広がる！
5 ほうじん千葉西

す。増強運動期間は12月末迄の４か月です。

がきコンクール」で交流している千葉西税務署管

ブロックにより、実績にバラツキがあります。
「効

轄内全小学校69校に、税やお金に関する教育図書

果ある手法での勧奨活動を地道に進められるかど

を寄贈しました。小学生が税について、より興味

うか」がポイントです。先ずは、皆で勧奨予定先

を深めて貰えればと思っています。

を「リストアップ」し、そしてその企業に親しい
方から声を掛け、一緒に法人会の仲間になって頂

今後も皆様からのご支援頂き、50周年に向け、
新たな女性部会を目指したいと思います。

く様、お誘いすることです。これを今年、徹底し
て皆様に進めて頂きたいと思っています。以前は

青年部会（大田部会長）

興味を持たれなかった先、退会された先の中から

報告

も対象先が見つかるかもしれません。

部会長として、２年目にな

組織委員会では、「会員増強運動」を出来る限り

ります。青年部会員としての

多くの方の人脈、情報力を駆使して進めて行きた

活 動 は、 楽 し く な け れ ば な

いと考えています。会員増強は法人会にとって、
「永

らないと思っています。この

遠の命題」です。長い活動の中、本当に「持続可

１年余りの間に６名の新メン

能な」組織強化に繋げたいと思っています。法人

バーを迎えることができまし

会に入会されることの意義をひとりでも多くの役

た。新たなメンバーにも、
「租税教室」や「研修会」

員、会員の皆様にご理解頂き、法人会の幅広に人脈、

等、法人会青年部会の活動に積極的に加わって頂

情報力を駆使して、千葉西法人会の礎 を固めて参

き、部会事業が一層賑やかになって来ていると感

りましょう！皆様のご協力、どうか宜しくお願い

じます。

いしずえ

申し上げます。

「青年部会」の活動は、我々 32名のメンバーだ
けで進めるものではありません。県内独自の活動

女性部会（髙山部会長）

を行っている各青年部会との交流も盛んです。11

報告

月には「全国青年の集い」が沖縄で開催予定です。
女性部会は、会員企業の方

我々も管外研修会を兼ねて多くの部会員で参加し、

で、女性でしたらば、どなた

全国の仲間との交流も図って参る予定です。全法

でもお入りになれます。現部

連青年連協では、全国レベルのプロジェクトとし

会員は49名、内、社長が３割、

て、
「健康経営」をテーマに活動を始めています。

幹部職の方が2割で、メンバー

大きなテーマではありますが、日本の将来にとっ

の半分は社内で、社長を直接

て欠かせない問題でもあります。また、今年10月、

助ける立場の方々です。入っていて良かった！と

全国法人会総連合の千葉大会がありますので、女

思って頂ける女性部会だと思います。奮ってご入

性部会さんと協力して、当日応援スタッフとして、

会ご検討下さい。

会場整理等のお手伝いをする予定です。

活動の柱は、
『社会貢献事業』です。15年目の「租

コロナ禍でまだ、思うような活動がしづらい中

税教室」は、青年部会さんとのコラボで、今年も

での本年度の活動となりますが、決められた感染

９小学校、612人の児童に「出張授業」行い、こ

防止は厳守し、今年も楽しさを追求し、皆で切磋

れを深堀刷りする事業、「税に関する絵はがきコン

琢磨して参りたいと思っています。引き続き、青

クール」も7年目となりました。コロナ禍でも途切

年部会の活動をご注目下さい！

れることなく継続実施しています。「絵はがきコン
クール」優秀作品表彰式での受賞した児童の本当
に嬉しそうな笑顔は忘れることができません。他
にも、「署の幹部を囲む会」は通常では体験できな
い女性部会だけの特別な事業です。
昨年、女性部会は創立40周年の節目を迎え、10
年間積み立ててきた資金で「租税教室」や「絵は

役員大会の司会進行は、女性部会

谷津真知子副部会長

法人会という仲間があなたを支える力になります
ほうじん千葉西
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法人会全国大会

令和5年度

税制改正に関する提言

令和4年10月13日(木) 千葉市・幕張メッセにて、全
国約80万社の会員、41都道県法人会連合会と440単
位法人会による全国大会が開催され、本会からは正副
会長が出席しました。約1,700名参加の大会議事にて
「令和5年度 税制改正に関する提言｣ が決議されました。
今年春、役員・税制委員の皆様が提出された税制に関
するアンケート、ご意見を基に税制委員会を通し、全

国法人会総連合で「提言書」として取りまとめたもの
です。左記の4つのスローガンと提言(概要/抜粋)は以
下の通りです。
（提言全内容全文は、別冊にてお届けし
ています。
）今後、
「提言書」を、会長・副会長の手で
直接、千葉・習志野・八千代の３市長や地元選出国会
議員にお届けし、法人会の意見をお伝えする活動を展
開します。

税制改正に関する提言（４つのスローガン）
○ポストコロナの経済再生と財政健全化を目指し、税財政改革の実現を！
○適正な負担と給付の重点化・効率化で、持続可能な社会保障制度の確立を！
○厳しい経営環境を踏まえ、中小企業の活性化に資する税制を！
○中小企業にとって事業承継は重要な課題。本格的な事業承継税制の創設を！

≪基本的な課題≫
Ⅰ．税・財政改革のあり方
・コロナ禍が最悪期を脱しウイルスとの共生段階に入っ
たとされる今、まずはこのコロナ対策財源の借金返済
をどう進めるかが最大の課題である。
・すでに米国、イギリス、ドイツなどではコロナ禍の真只
中にあった時期から、増税などを含めた大枠の返済計
画を示し実行に移し始めた。我が国においても、少な
くとも国債で賄ったコロナ対策費の負担について、将
来世代に先送りせず現世代で解決するよう返済計画を
策定することが急務である。
１．財政健全化に向けて
・これまでも財政を左右すると指摘されてきた団塊の世
代が、ついに本年度から後期高齢者に入り始めた。本
来なら、それまでに少なくともＰＢ黒字化を達成してお
かねばならなかった。財政健全化が国家的課題である
ことを政治家も国民も再確認し不退転の決意で臨む必
要がある。
⑴コロナ禍は最悪期を脱し社会経済活動は平時に戻り
つつあるが、その影響がなくなったわけではない。こ
のため、
相応の需要喚起を行うことも必要ではあるが、
それがバラマキ政策とならないよう十分配慮すべき
である。
⑵財政健全化は国家的課題であり、コロナ禍収束後に
は本格的な歳出・歳入の一体的改革に入れるよう準
備を進めることが重要である。歳入では安易に税の
自然増収を前提とすることなく、また歳出について
は聖域を設けずに分野別の具体的な削減・抑制の方
策と工程表を明示し、着実に改革を実行するよう求
める。
⑶国債の信認が揺らいだ場合、長期金利の急上昇など

金融資本市場に多大な影響を与え、成長を阻害する
ことが考えられる。すでに日銀は政府による過剰な
依存が主因とはいえ、国債保有が異常に高い水準に
達しているほか、株式市場でも市場機能を歪めかね
ない存在となっている。いずれ金融政策は正常化さ
せねばならず、その際には政府と日銀が健全な関係
を構築し、副作用を最小限に抑えるよう細心の政策
運営が求められる。
２．社会保障制度に対する基本的考え方
・社会保障給付費は公費と保険料で構成されており、財
政のあり方と密接不可分の関係にある。
現状の
「中福祉・
低負担」という不均衡を「中福祉・中負担」という正
常な姿に改革するには、適正な負担を確保するととも
に、給付を「重点化・効率化」により可能な限り抑制
するしか方法はない。
・社会保障のあり方では「自助」
「公助」
「共助」の役割
と範囲を改めて見直すほか、公平性の視点が重要であ
る。医療保険の窓口負担や介護保険の利用者負担など
の本人負担については、高齢者においても負担能力に
応じた公平な負担を原則とする必要がある。
⑴年金については、
「マクロ経済スライドの厳格対応」
、
「支給開始年齢の引き上げ」
、
「高所得高齢者の基礎
年金国庫負担相当分の年金給付削減」等、抜本的な
施策を実施すべきである。
⑵医療は産業政策的に成長分野と位置付け、デジタル
化対応など大胆な規制改革を行う必要がある。給付
の急増抑制や都市と地方、診療科間の公平性を確保
するために診療報酬（本体）の配分等を見直すとと
もに、政府の新目標であるジェネリックの普及率「全
ての都道府県で80％以上」を達成する必要がある。
⑶介護保険については、制度の持続性を高めるために
真に介護が必要な者とそうでない者とにメリハリを

税のオピニオンリーダー、法人会
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つけ、公平性の視点から給付及び負担のあり方を見
直すべきである。
⑷生活保護については、給付水準のあり方などを見直
すとともに、不正受給の防止などさらなる厳格な運
用が不可欠である。
⑸少 子化対策では、現金給付より保育所や学童保育
等を整備するなどの現物給付に重点を置くべきであ
る。その際、企業も積極的に子育て支援に関与でき
るよう、企業主導型保育事業のさらなる活用に向け
て検討する。
ま
 た、子ども・子育て支援等の取り組みを着実に推
進するためには安定財源を確保する必要がある。
⑹中小企業の厳しい経営実態を踏まえ、企業への過度
な保険料負担を抑え、経済成長を阻害しないような
社会保障制度の確立が求められる。
ま
 た、配偶者控除等の税の問題や年金等の社会保障
の問題は就労調整が行われる一つの要因となってお
り、人手不足で悩む中小企業にとって深刻な問題で
ある。女性の就労を支援するためにも、税と社会保
障の問題を一括して議論すべきである。
３．行政改革の徹底
・行政改革を徹底するに当たっては、地方を含めた政府・
議会が「まず隗より始めよ」の精神に基づき自ら身を
削ることが重要である。以下の諸施策について、直ち
に明確な期限と数値目標を定めて改革を断行するよう
強く求める。
⑴国･地方における議員定数の大胆な削減､ 歳費の抑
制。
⑵厳しい財政状況を踏まえ、国・地方公務員の人員削
減と、能力を重視した賃金体系による人件費の抑制。
⑶特別会計と独立行政法人の無駄の削減。
⑷積極的な民間活力導入を行い成長につなげる。
４．マイナンバー制度について
・マイナンバー制度は、すでに運用を開始しているが、
未だ国民や事業者が正しく制度を理解しているとは言
い難い。それはマイナンバーカードの低い普及率など
に表れている。コロナ禍の混乱が同カードを利用した
デジタル対応をできなかった結果によるという点を踏
まえ、政府は制度の意義の周知に努め、その定着に向
け本腰を入れて取り組んでいく必要がある。
５．今後の税制改革のあり方
Ⅱ．経済活性化と中小企業対策
・我が国の社会経済活動はようやくコロナとの共生段階
に入ったが、欧米のように本格化はしていない。この
ため、業種によっては依然として苦境から脱出できな
いでいる企業も多い。政府にはモラルハザードが生じ
ないよう十分に注意しつつ実効性ある対応が求められ
る。
１．中小企業の活性化に資する税制措置
・中小企業は地域経済の担い手であるだけではなく、我
が国経済の礎である。コロナ禍の影響が依然残ってい
るだけでなく、エネルギーや原材料価格の上昇などが

重なり、経営環境は一段と厳しさを増している。中に
は廃業に追い込まれる例も珍しくない。そうした中で
求められるのは、健全な経営に取り組んでいる企業が、
持てる能力を十分に発揮できるような税制の確立であ
る。
⑴法人税率の軽減措置
中
 小法人に適用される軽減税率の特例15％を本則化
すべきである。また、昭和56年以来、800万円以下
に据え置かれている軽減税率の適用所得金額を、少
なくとも1,600万円程度に引き上げる。なお、本制
度は令和５年３月末日が適用期限となっていること
から、直ちに本則化することが困難な場合は適用期
限を延長する。
⑵中小企業の技術革新など経済活性化に資する措置
租
 税特別措置については、公平性・簡素化の観点か
ら、政策目的を達したものは廃止を含めて整理合理
化を行う必要はあるが、中小企業の技術革新など経
済活性化に資する措置は、以下のとおり制度を拡充
したうえで本則化すべきである。
①中小企業投資促進税制については、対象設備を拡
充したうえ、
「中古設備」を含める。なお、それが
直ちに困難な場合は、令和５年３月末日となって
いる適用期限を延長する。
②少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例措
置については、損金算入額の上限（合計300万円）
を撤廃し全額を損金算入とする。
⑶中小企業等の設備投資支援措置
中
 小企業経営強化税制（中小企業等経営強化法）や、
中小企業が取得する償却資産に係る固定資産税の特
例
（先端設備等導入制度）
等を適用するに当たっては、
手続きを簡素化するとともに、
事業年度末
（賦課期日）
が迫った申請や認定について弾力的に対処する。
な
 お、
「中小企業経営強化税制」
「固定資産税の特例」
「中小企業防災・減災投資促進税制」
「デジタルトラ
ンスフォーメーション投資促進税制」は、令和５年
３月末日が適用期限となっていることから、適用期
限を延長する。
２．事業承継税制の拡充
・我が国企業の大半を占める中小企業は、地域経済の活
性化や雇用の確保などに大きく貢献している。中小企
業が相続税の負担等によって事業が承継できなくなれ
ば、経済社会の根幹が揺らぐことになる。
⑴事業用資産を一般資産と切り離した本格的な事業承
継税制の創設
我
 が国の納税猶予制度は、欧州主要国と比較すると
限定的な措置にとどまっており、欧州並みの本格的
な事業承継税制が必要である。とくに、事業継続に
資する相続については、事業従事を条件として他の
一般資産と切り離し、非上場株式を含めて事業用資
産への課税を軽減あるいは免除する制度の創設が求
められる。
⑵相続税、贈与税の納税猶予制度の充実
①猶予制度ではなく免除制度に改める。

国と社会の繁栄に貢献する経営者の団体、法人会
ほうじん千葉西
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②新 型コロナの影響などを考慮すると、より一層、
平成29年以前の制度適用者に対しても要件を緩
和するなど配慮すべきである。
③国は円滑な事業承継が図られるよう、経営者に向
けた制度周知に努める必要がある。
⑶取引相場のない株式の評価の見直し
３．消費税への対応
・消費税は社会保障の安定財源確保と財政健全化に欠か
せないが、軽減税率制度は事業者の事務負担が大きい
うえ、税制の簡素化、税務執行コストおよび税収確保
などの観点から問題が多い。このため、かねてから税
率10％程度までは単一税率が望ましく、低所得者対策
は「簡素な給付措置」の見直しで対応するのが適当で
あることを指摘してきた。政府は、国民や事業者への
影響、低所得者対策の効果等を検証し、問題があれば
同制度の是非を含めて見直しが必要である。
⑴令和５年10月から導入される「インボイス制度」に
ついて、すでに「インボイス発行事業者」の登録申
請がはじまっているものの、事業者のインボイス制
度に対する理解が十分に深まっているとは言い難
い。さらに、新型コロナは小規模事業者等の事業継
続に大きな困難をもたらした。これら事業者が事務
負担増や取引から排除等の理由により休廃業に追い
込まれることのないよう、当面は現行の「区分記載
請求書等保存方式」の維持、または免税事業者から
の仕入税額相当額の８割を控除できる経過措置を当
分の間維持するなど、弾力的に対応すべきである。
⑵インボイス制度を実施するのであれば、国は事業者
に混乱が生じないよう制度の周知を徹底するととも
に、事務負担が軽減するような環境整備が必要であ
る。また、課税事業者が免税事業者と取引を行うに
際し、取引価格の引下げや取引の停止などの不利益
を与えないよう、実効性の高い対策をとるべきであ
る。
⑶消費税の滞納防止は税率の引き上げに伴ってより重
要な課題となっている。消費税の制度、執行面にお
いてさらなる対策を講じる必要がある。
⑷インボイス制度や電子帳簿保存法の改正による電子
データ保存の義務化に対応するなど、事業者の事務
負担、納税協力コストは年々増加している。特に電
子データ保存の義務化については、全ての事業者が
対象となっており影響は大きい。システム改修や従
業員教育など、事務負担が増大する中小企業に対し
て特段の配慮が求められる。
Ⅲ．地方のあり方
・今般のコロナ禍は国と地方の役割分担の曖昧さだけで
なく、自治体と診療所を含む医療機関の間での意思疎
通不足を表面化させ、これによる混乱は現在も尾をひ
いている。医療制度の抜本改革の必要性については前
述したが、現行制度下でも病院間の役割分担や広域的
な救急医療など自治体のリーダーシップで解決できる
問題は少なくない。要は行政と医療機関のやる気なの

である。
・地方自身がそれぞれの特色や強みをいかした活性化戦
略を構築し、地域の民間の知恵と工夫により、新たな
地場技術やビジネス手法を開発していくことが不可欠
である。その際に最も重要なのは、地方が自立・自助
の精神を理念とし、自らの責任で必要な安定財源の確
保や行政改革を企画・立案し実行していくことである。
⑴地方創生では、さらなる税制上の施策による本社機
能移転の促進、地元の特性に根差した技術の活用、
地元大学との連携などによる技術集積づくりや人材
の育成等、実効性のある改革を大胆に行う必要があ
る。また、中小企業の事業承継の問題は地方創生戦
略との関係からも重要と認識すべきである。
⑵広域行政による効率化や危機対応について早急かつ
具体的な検討を行うべきである。基礎自治体（人口
30万人程度）の拡充を図るため、さらなる市町村合
併を推進し、合併メリットを追求する必要がある。
⑶国に比べて身近で小規模な事業が多い地方の行財政
改革には、
「事業仕分け」のような民間のチェック機
能を活かした手法が有効であり、各自治体において
も広く導入すべきである。
⑷地方公務員給与は近年、国家公務員給与と比べたラ
スパイレス指数（全国平均ベース）が改善せずに高
止まりしており、適正な水準に是正する必要がある。
そのためには国家公務員に準拠するのではなく、地
域の民間企業の実態に準拠した給与体系に見直すこ
とが重要である。
⑸地方議会は大胆にスリム化するとともに、より納税
者の視点に立って行政に対するチェック機能を果た
すべきである。また、高すぎる議員報酬の一層の削
減と政務活動費の適正化を求める。行政委員会委員
の報酬についても日当制を広く導入するなど見直す
べきである。
Ⅳ．震災復興等
・これまでの効果を十分に検証し、予算の執行を効率化
するとともに、原発事故への対応を含めて引き続き適
切な支援を行う必要がある。とりわけ被災地における
企業の定着、雇用確保を図ることが重要であり、実効
性のある措置を講じるよう求める。
・また近年、熊本をはじめとした強い地震や台風などに
よる大規模な自然災害が相次いで発生している。東日
本大震災の対応などを踏まえ、被災者の立場に立った
適切な支援と実効性のある措置を講じ、被災地の確実
な復旧・復興等に向けて取り組まなければならない。
その際、被災者支援の観点から、災害による損失を雑
損控除と切り離した、新たな控除制度の創設について
検討すべきである。
Ⅴ．その他
１．納税環境の整備
２．環境問題に対する税制上の対応
・欧米などの制度や議論の動向を見極めつつ、既存のエ

公平で健全な税制の実現を目指します
9 ほうじん千葉西

第38回 法人会全国大会 千葉大会
ネルギー関係税制との調整を図り、幅広い観点から十
分な検討が行われるべきである。
３．租税教育の充実

≪税目別の具体的課題≫
１．法人税関係
⑴役員給与の損金算入の拡充
①役員給与は損金算入とすべき
②同族会社も業績連動給与の損金算入を認めるべき
２．所得税関係
⑴所得税のあり方
①基幹税としての財源調達機能の回復
②各種控除制度の見直し
各
 種控除は、社会構造変化に対応して合理的なも
のに見直す必要がある。とくに、人的控除につい
ては累次の改正の影響を見極めながら、適正化を
図るべきである。
③個人住民税の均等割
地
 方税である個人住民税の均等割についても、応
益負担原則の観点から適正水準とすべきである。
⑵少子化対策
３．相続税・贈与税関係
⑴現在、政府等において、
「資産移転の時期の選択に
中立的な税制」の構築に向け、相続税と贈与税をよ
り一体的に捉えて課税することが検討されている。
制度を見直すに当たっては、格差拡大を防止するこ
とに留意する必要はあるが、税負担が今以上に重く
ならない仕組みとすべきである。
ま
 た、
現行の相続税の課税方式（法定相続分課税）は、
相続人の相続額に応じた課税がされず、一人の相続
人の申告漏れが他の相続人にも影響する等の問題が
指摘されており、課税方式のあり方についても併せ
て検討することが必要である。
⑵制度が見直されるまでの間、贈与税は経済の活性化
に資するよう、以下のとおり見直すべきである。
①贈与税の基礎控除を引き上げる。
②相続時精算課税制度の特別控除額（2,500万円）
を引き上げる。
４．地方税関係
⑴固定資産税の抜本的見直し
令
 和４年の全国の公示地価は、２年ぶりに上昇に転
じた。同年度税制改正では、商業地等の地価が大き
く上昇した場合の負担調整措置が講じられた。令和

大会開始前の国歌斉唱

５年度においてもコロナ禍の影響はまだ残るとみら
れており、引き続き、同様の措置が必要である。さ
らに、都市計画税と合せて評価方法および課税方式
を抜本的に見直すべきである。
①商業地等の宅地を評価するに当たっては、より収
益性を考慮した評価に見直す。
②家屋の評価は、経過年数に応じた評価方法に見直
す。
③償却資産については、納税者の事務負担軽減の観
点から、申告対象外となる「少額資産」の範囲を
国税の中小企業の少額減価償却資産（30万円）に
まで拡大するとともに、賦課期日を各法人の事業
年度末とする。
また、
諸外国の適用状況等を踏まえ、
廃止を含め抜本的に見直すべきである。
④固定資産税の免税点については、平成３年以降改
定がなく据え置かれているため、大幅に引き上げ
る。
⑤国土交通省、総務省、国税庁がそれぞれの目的に
応じて土地の評価を行っているが、行政の効率化
の観点から評価体制は一元化すべきである。
⑵事業所税の廃止
市
 町村合併の進行により課税主体が拡大するケース
も目立つ。事業所税は固定資産税と二重課税的な性
格を有することから廃止すべきである。
⑶超過課税
住
 民税の超過課税は、個人ではなく主に法人を課税
対象としているうえ、長期間にわたって課税を実施
している自治体が多い。課税の公平を欠く安易な課
税は行うべきでない。
⑷法定外目的税
法
 定外目的税は、税の公平性・中立性に反すること
のないよう配慮するとともに、税収確保のために法
人企業に対して安易な課税は行うべきではない。
５．その他
⑴配当に対する二重課税の見直し
⑵森林環境税
令
 和６年度から施行される森林環境税について、現
在、
先行して別の財源を使って地方自治体に配分（令
和４年度は500億円）されているが、その半分が使
い残され基金として積み立てられているとの指摘が
ある。これでは税が有効に活用されているとは言い
難く、配分方法のあり方など、制度自体を抜本的に
見直すべきである。
⑶電子申告

全国からの来場者をお迎えする本会執行部

法人会で、税を味方に、強い経営を
ほうじん千葉西
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税 務 署

だ よ り

お知ら
らせ
年末調整 の お知

公平に 次の世代の繁栄を 消費税とマイナンバー
11 ほうじん千葉西

在宅で 気軽にチャレンジ e-Tax、eLTAX
ほうじん千葉西
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税 務 署

だ よ り

新会員紹介
事業所名

代表者

(2022.7.1 ～ 2022.9.30）

※ホームページアドレスは入会申込書に記載があった場合のみ掲載しています。ホームペー
ジの「会員検索システム」へのデータ蓄積中です。各社企業情報を事務局宛、
お送り下さい。
( 敬称略 )

HP アドレス

所

在

地

電

話

業

種

千葉西ブロック
作新支部
㈱ A-LIVE

代表取締役 額賀 正嗣

㈱エムズ・グロー

代表取締役 己瀬 裕人

千葉市花見川区作新台 7-16-10 スカイヒルズⅢ -201 043-372-2400
https://www.msgrow.co.jp 千葉市花見川区長作町 1271-8 藤ビル 107 号

043-306-9186

空調工事業
建設業 ( タイル )

真砂磯辺支部
㈱かいひん

代表取締役 仁科 君子

千葉市美浜区磯辺 8-11-2

043-279-7501

生命保険・損害保険 代理業

A&M グループ㈱

代表取締役 坂本 諭加子 https://www.for-artist.com 千葉市美浜区磯辺 8-15-6

043-376-5989

卸売、情報サービス

代表取締役 小出 洋司

千葉市稲毛区山王町 8-20 コーポエクセル 205

043-372-1490

排水管清掃業

代表取締役 島田 俊太

習志野市谷津 1-11-9

047-403-3122

不動産業

代表取締役 海老原 茂樹

習志野市実籾 4-3-27

047-493-6967

取締役 川内谷 龍一

八千代市大和田 980-22

047-484-7179 不動産賃貸

千葉北ブロック
山王六方小深支部
㈱ヒロジェット
習志野ブロック
谷津支部
BBC ㈱
実籾支部
㈱ Plus One Internatonal
八千代ブロック
大和田萱田支部
㈲八千代地所

広報委員会

委員長
髙橋
副委員長
吉橋

勝（習志野ブロック）

雅晴（八千代ブロック）

委

員

市原

康（千葉西ブロック）

委

員

谷津真知子（女性部会）

委

員

月山

早人（千葉北ブロック）

委

員

及川

直子（女性部会）

委

員

鈴木

和弘（習志野ブロック）

委

員

加藤

直人

委

員

長岡

勇（八千代ブロック）

（千葉北ブロック、青年部会）

企業と共に地域社会の発展に取り組んでいます
13 ほうじん千葉西

本部・委員会だより
令和4年度 第2四半期
本部関係会議等

会議名

開催日時

第2回
正副会長・総務委員長会議

7月1日(金）
17:00 ～ 19:00

八千代緑が丘
パッソノヴィータ

・本年度法人会運営について
・次年度に向けての組織編成について 他

6名

福利厚生制度推進会議

7月11日(月）
15:00 ～ 18:00

ポートプラザ
ちば

法人会会員福利厚生制度の推進について

3名

千葉西税務署長
表敬訪問

7月12日(火）
14:00 ～ 14:20

千葉西税務署

恒例の千葉西税務署長室への表敬挨拶

5名

9月5日(月）

全役員大会

7/1

16:00 ～ 18:00

第2回

開催日時
7月4日(月）
18:00 ～ 19:00

第1回総務委員会

7月6日(水）
17:00 ～ 19:00

第3回広報委員会

8月3日(水）
13:30 ～ 14:30

第1回研修委員会

8月25日(木）
17:30 ～ 18:30

第4回広報委員会

9月21日(水）
13:30 ～ 14:30

第 1 回組織委員会

7/11

会 場

第1回組織委員会

容

出席数

福利厚生制度推進会議

54名

7/12

千葉西税務署長

委員会関係

内 容
・前年度の実績報告と反省
八千代緑が丘
・本年度目標設定､ 会員増強運動施策等協議
パッソノヴィータ
・組織強化施策についての意見交換
・本年度委員会のテーマ
八千代市萱田町
・本部・ブロック諸会議予定
さわ田茶家
・支部活動費と支部役員会の開催について
・広報誌夏号（168号）の反省
千葉西法人会
・広報誌秋号（169号）編集会議（第1回）
1階研修室
・ホームページの更新・見直しについて
・各ブロック研修事業計画について
千葉西法人会
・本部での研修計画について
1階研修室
・第26回法人会フォーラムについて
千葉西法人会
1階研修室

7/6

会議名

内

ホテルニューオー
（P.4以下参照下さい）
タニ幕張

正副会長・総務委員長会議

会議名

7/4

会 場

出席数
7名
9名
10名
11名

・広報誌秋号（169号）の企画（第2回）
・広報誌新年号以降の企画

第 1 回総務委員会

開催日時

表敬訪問

8/3

第 3 回広報委員会

8名

8/25

第 1 回研修委員会

研修委員会研修関係
会 場

第2回新設法人説明会

8月17日(水）
13:30 ～ 16:30

Zoom配信に
よる

第5回決算法人説明会
及びインボイス制度説明会

8月18日(木）
13:30 ～ 16:30

Zoom配信に
よる

令和4年度税制改正概要説明会
及びインボイス制度説明会

9月6日(火）
15:00 ～ 16:30

Zoom配信に
よる

第6回決算法人説明会
及びインボイス制度説明会

9月15日(木）
13:30 ～ 16:30

Zoom配信に
よる

内 容
出席数
「企業経営と税金の関係」
「法人税、消費税、源泉所得税の基礎知識」
16名
講師：千葉県税理士会税理士、千葉西税務署担当官
「決算と申告事務の流れと注意点」
「法人税、消費税、源泉所得税の改正事項と注意点」 13名
講師：千葉県税理士会税理士、千葉西税務署担当官
テーマ：
「令和4年度税制改正／インボイス制度」
講師：千葉西税務署法人課税第1部門審理担当国税 147名
調査官
「決算と申告事務の流れと注意点」
「法人税、消費税、源泉所得税の改正事項と注意点」 38名
講師：千葉県税理士会税理士、千葉西税務署担当官

法人会活動で自らの向上と社会へ貢献の喜びを
ほうじん千葉西
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ブロック・部会だより
令和4年度 第2四半期
会議関係
ブロック・事業名

開催日時

会 場

内

容

出席数

習志野ブロック
第1回正副ブロック長・
委員長会議

8月22日(月） 京成津田沼
12:00 ～ 13:30 「寿々本」

・習志野ブロック各委員会事業の進捗報告と今後の計画
・ブロック・支部組織強化への取組みについて
・第1回ブロック役員会の日程と議案について

6名

千葉北ブロック
第1回正副ブロック長・
委員長会議

8月23日(火） 山王町
13:30 ～ 14:30 「山水」

・千葉北ブロック各委員会事業計画の進捗報告と今後の計画
・各支部役員構成の確認について
・第1回ブロック役員会の日程と議案について

8名

習志野ブロック
第1回役員会

・習志野ブロック各委員会事業の進捗と今後の計画
9月20日(火） JR津田沼
・習志野ブロック会員増強について
18:00 ～ 19:00「ジリオーラ」
・第2回ブロック役員会の日程と議案について

17名

千葉北ブロック
第1回役員会

9月27日(火） 千種町
18:00 ～ 19:00「つかさ」

・千葉北ブロック各委員会事業の進捗と今後の計画
・千葉北ブロック会員増強について
・ブロック研修会について

15名

千葉西ブロック
第1回役員会

ホテル
9月28日(水）
スプリングス
18:00 ～ 19:00
幕張

・事業計画に基づく各委員会担当事業の経過と今後の予定
・会員増強運動推進計画と支部役員会開催促進について
・千葉西ブロック会員大会について

14名

8/22

習志野ブロック 第 1 回正副ブロック長・委員長会議

9/27

8/23

千葉北ブロック 第 1 回正副ブロック長・委員長会議

千葉北ブロック 第 1 回役員会

9/28

9/20

千葉西ブロック 第 1 回役員会

9/22

習志野ブロック 第 1 回役員会

税法研究部会 第 3 回研修会

令和4年度 第2四半期
各部会（税法研究・青年）関連会議・事業等の開催状況
研修名
青年部会
部会員会議
税法研究部会
第2回3会合同オン
ラインセミナー
税法研究部会
第1回役員会
（兼 税制委員会）
税法研究部会
第2回研修会
青年部会
納涼大会
税法研究部会
第3回研修会

開催日時

会 場

内

容

レンタルス
ペース
新検見川

・事業計画に基づく進捗確認
・
「税レンジャー」租税教育活動の件
・11月青年部会全国青年の集いへの準備

7名

7月13日(水）
14:00 ～ 15:30

Zoom配信に
よる

・LINEをビジネスルートとして効果的に活用するノウハウ
「LINE硬式アカウントの使い方」
講師：㈱エンカレッジ 竹森 まりえ氏

3名

7月27日(水）
16:00 ～ 17:00

・本年度事業計画について
ホテルグリー
・税制提言活動について
ンタワー幕張
・法人会全国大会（千葉大会）について

9名

8月26日(金）
15:00 ～ 16:30

千葉西法人会 ・源泉所得税講座②「非課税、現物給与の取扱い」
1階研修室
講師：千葉西税務署 法人課税第2部門担当官

7名

7月12日(火）
18:00 ～

8月26日(金）
18:00 ～
9月22日(木）
15:00 ～ 16:30

ビアガーデン
青年部会員交流納涼会
千葉

15名

・消費税の概要
千葉西法人会
・改正消費税、質疑応答
1階研修室
講師：千葉西税務署 法人課税第2部門担当官

13名

租税教育・税の啓発活動に努める女性部会・青年部会
15 ほうじん千葉西

出席数

会員投稿ページ

第4弾
新シリーズ

専門税理士さんのワンポイントアドバイス
今回のテーマ

不動産オーナーのための家族信託

3 回シリーズ
第2回

～家族信託シリーズ～
税理士法人フロイデ
所長税理士

羽田

哲也

「家族信託」という言葉を聞いたことがありますでしょうか？新聞、雑誌、テレビなどで「家族信託」の
紹介を見かけるようになり、金融機関などでも取り扱うところが増えてきて、注目度が年々高まってきて
います。漫画家でタレントの蛭子能収さんも認知症対策で「家族信託」を利用され、注目を集めました。
では、この「家族信託」で何ができるのでしょうか？ 3回にわたって、
「家族信託」でできることを紹介
します。前回は、
家族信託シリーズ1回目として「認知症対策としての家族信託」を紹介しました。今回は、
「不動産オーナーのための家族信託」を紹介していきます。

■不動産オーナーの認知症リスク
民法では意思能力について、重度の認知症など、意思能力が
ない状態で行った契約は無効であると明記されています。つま
り不動産オーナーが認知症になってしまった場合、入居者との
賃貸借契約が結べなくなるということです。それ以外にも、契
約の更新・解除や入居者退出時の原状回復工事などもオーナー
の意思の確認ができないと、それらの業務が滞ってしまうこと
になります。現状では、親族が代わって各種手続きをしている
こともありますが、法的には無効ということになります。
■家族信託でスムーズな承継が可能に
アパート経営では、
「建物の維持管理」
、
「入居者募集」
、
「家賃
管理」
、
「トラブル対応」
、
「退去後の原状回復」などの業務を繰
り返していきます。管理会社に任せることも可能ですが、最終
的には所有者の判断が必要になってきます。そこで、家族信託
を活用して、財産権は「親」のままで、名義だけ「子」に変更し、
管理や対策を名義人である「子」ができるようにしておくこと
が可能です。
気になるのが税金ですが、名義を「子」変えただけで、財産
権は「親」のまま動かないので、その時点で贈与税などの課税
はありません。

■アパートの家賃はどうなる？
アパートを信託財産にした場合、そのアパートから発生する
家賃はどうなるのでしょうか？
信託契約において、
「委託者・受益者→親」
、
「受託者→子」
とした場合には、アパートの家賃は、
「親」のものとなります。
つまり、管理を「子」に任せ、家賃については今まで通り「親」
が受け取り続けるということが可能になります。
（会社概要）
■ 奏の杜ビュロー
〒 275-0028 千葉県習志野市奏の杜 1-3-11
TEL：047-407-4030
E-mail:haneda@freuden.or.jp

■銀行借入が必要な場合
大規模修繕のために銀行からの借入れが必要になる場合もあ
るかもしれません。
親の判断能力に問題がない場合には、親が借入れすることが
できます。
親の判断能力に問題がある場合には、将来そのアパートを承
継する予定の子など、親以外の方が借入れをします。この場合
には、借りた人の債務になります。つまり、受託者である子が
借入れをした場合には、受託者として借入れをするのではなく、
子が個人として借入れをすることになります。
また、借入れをした場合、アパートに抵当権などの担保を付
ける必要がありますが、担保を付ける契約は、ローン契約とは
別の契約であり、受託者（子）と銀行だけで契約できます。た
だし、
委託者（親）と受託者（子）の間で締結する信託契約書に、
受託者（子）がそのような契約ができるように権限を与えてお
く必要があります。
銀行借入については、銀行の個別の判断になりますので、事
前に銀行との相談が必要です。
■後継者のために
人口減少などの環境変化に伴い、入居者のニーズや社会全体
のトレンドを掴む力がないと、アパート経営は失敗リスクが高
まります。アパート経営の経験がない子が、いきなり親と同じ
ように経営していくことは困難です。そこで、家族信託の活用
により、アパート経営をしてきた親が見守りながら、子に経営
を任せることができ、逆に子は親のアドバイスを受けながら経
営をしていくことができます。
家族信託ではなく相続で交代すると、親は子が経営する姿を
見守ることができないため、アパート経営のアドバイスを子に
することができません。親が突然亡くなり相続で引き継ぐ場合、
何もわからず困り果てて、これまでの経緯を何も知らない管理
会社に管理を委託する事例もあります。家族信託の活用により、
親と子が一緒に経営する期間をつくることができます。
今回は、
「不動産オーナーのための家族信託」を紹介させて
頂きました。いかがでしたでしょうか。
次回は…「事業承継で使う家族信託」を紹介します。

■ 高根台ビュロー
〒 274-0065 千葉県船橋市高根台 6-33-20
TEL：047-461-9902

私たちフロイデは、習志野市奏の杜と船橋市高
根台の 2 エリアに拠点を構える税理士法人で
す。奏の杜ビュローは大通りにある路面事務所
ですので、ぜひお気軽にお立ち寄りください。

法人会では、参加できる喜びを共に分かち合える仲間を募集しています
ほうじん千葉西
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有限会社コトブキ

代表取締役

伊藤

鉄を使った階段をはじめ住宅や店
舗の鉄製品から、アイアン家具や
キャンプ用品の製作、更にキャン
プ場まで作ってしまう会社の有限
会社コトブキの社長で元青年部会
長の伊藤社長に及川委員が直撃し
ました。

有限会社コトブキ本社事務室にて

金物・装飾品・キャンプ用品まで作る会社

勝巳

ドラム缶を活用したソファー

インタビュアー：女性部会 広報委員 及川 直子
法人会専務理事 土橋 直樹
場 所：有限会社コトブキ、
KAGUYA CAMP FIELD（予定地）
伊藤社長：ひとりで考える事も多いですね。ひとりでお

及川委員：本日はよろしくお願いします。有限会社コト

酒を飲みに行ってそこで考えます。あとは社内で話し合

ブキはどんなことをやっている会社ですか？

う事もあります。

伊藤社長：(主に)建築現場で使われる鉄製品の製造・取

付工事までをする会社です。主に階段や手摺りなどが多
いですが、最近はインテリア用の装飾品なども作り製品
の幅を広げています。

及川委員：伊藤社長で何代目ですか？

伊藤社長：父が創業し私が２代目で、社長交代をして13

「一歩踏み出すかどうかは君次第だ」と言われて入っ
た青年部会
及川委員：発想は出来ても不安があったら動かないと思

いますが、
「よし、行こう」と行動に移せるのは何故です
か？

年になります。男３人兄弟の次男でしたが、長男は元々

伊藤社長：そうですね。考えていても何も始まらないの

継ぐ気は無く、私は子供の頃から仕事を手伝っていて、

がわかったので。

高校も後を継ぐ前提で工業高校の建築科に進みました。

及川委員：昔からそういうタイプでしたか？

すか？

は法人会の青年部会に入った事がきっかけでした。法人

及川委員：学校を卒業して、直ぐに会社に入られたので
伊藤社長：そうです。他の会社組織を見ずに入りました。

技術は同業者のお手伝いで学びました。

及川委員：お父様の代の物も受け継ぎながら、新しい事
を始めていらっしゃいますよね。何故そのような着眼点
を持つ事ができるのでしょう？

伊藤社長：昔はなかなか動けませんでした。変わったの

会の総会に出席してみた時に、司会をされていた元青年
部会長の永野さんから声を掛けられ、青年部会の活動を
説明してもらいました。でも「参加はできません」と帰
ろうとしたら、永野さんから「一歩踏み出すかどうかは
君次第だ」
といわれました。その場はそれで帰ったものの、

伊藤社長：不安からです。建築会社やリフォーム会社の

その言葉が心に残っていて「やってみよう」と思い直し

下請けなので、売上の波が大きく「これをどうにか出来

入会しました。実際に入ってみると、結果に結びつく事

ないか」と取り組んだのが始まりです。ただ潤沢な資金

も多く「一歩踏み出してみてよかった」と思っています。

があるわけではないので、設備投資をせずに「何が出来

及川委員：外に出れば違うタイプや違う業種の人に会え

るか」を考えました。

るので大事ですね。

及川委員：アイデアはひとりで考えているのですか？

伊藤社長：外に出ないと自分視点でしか物が見えません

が、外に出れば先輩達の色々な見方を知る事ができます。
及川委員：
「税レンジャー」は伊藤社長が青年部会長の時

に盛り上がったのですか？

土橋専務：青年部会の30周年事業で「レンジャー物で子
供たちに税の事を知ってもらおう」と決まりました。そ

の場にいた私は「出来るのかな」と思いましたが、そこ
からがすごかった。部会長として伊藤社長が皆を牽引し
インタビュアーの及川委員も同郷です

法人会は企業と共に地域社会の発展に取り組んでいます
17 ほうじん千葉西

すか？

伊藤社長：そうですね。本業の鉄骨業は、大部分をスタッ
フに任せられるようになってきているので、
「KAGUYA」
に時間を割く事が出来るようになりました。YouTubeの
「八千代未来チャンネル」で紹介してもらうなど、少しず
つ注目していただけるようになっています。ただ当初の
計画から延期が続き「やるやる詐欺」といわれていますが、
来年春のオープンを目指して進めています。

土橋専務：遅れている理由は許認可の関係ですか？

伊藤社長：そうです。山林の一部を切り開くため開発の

準備が進む「KAGUYA」で、計画を熱く語る伊藤社長

許可や管理棟の建築確認が必要です。オープンは未だで
すが、私の子供が通っている村上東小学校の校長先生が

た、青年部の全国大会での活躍は今でも忘れられません。

キャンプ事業を気にかけてくれ、先日は先生達の「自然

私も同行しましたが感動で自然に涙が出るとはこんな事

体験の研修の場」として使っていただきました。

かと思いました 。

伊藤社長：周りは年上が多く、私は先輩を立てる方なの

で難しい事もありましたが、皆が私の事を知ってくれて
いたので何とか努めることができました。

土橋専務：実際にやろうとすると、カメラマンを手配す

土橋専務：先生方が来られて、実際にテントを張られた
のですか？

伊藤社長：テントは張りませんでしたが、ご飯を食べた

り竹細工を作ったりしました。他にも八千代市の教員全
体の教育の場として使えないかと検討していただける話

るなど簡単には出来ない事を皆さんの「伝手（つて）
」を

もあります。いずれ八千代市の子供たちが来られるよう

使い色々な方を連れてこられていましたね。

な場所になりそうです。

るでしょうね。
「伝手」や「事業をどう進めるか」など。

ると無駄はありませんね。全てを一生懸命やっていたか

伊藤社長：やっぱり「経営者の会」だからというのはあ

及川委員：うまくいったのはリーダーシップがあったか

らでしょう。中途半端じゃなく「恥ずかしい」という気
持ちを乗り越えて「全力でやり切る」という事で感動し

及川委員：色々な事をされていますが、後から考えてみ

らこそですね。

伊藤社長：ひとつひとつ収益を得てから進めという話か

もしれませんが。

たのだと思います。

及川委員：でも人が流れて地域貢献になるなら。

くれる仲間が力になりましたね。

及川委員：すごく楽しみにしています。今日はありがと

伊藤社長：実際は恥ずかしいですけどね。一緒にやって

キャンプ場「KAGUYA」オープンに向けて

及川委員：家具作りも色々な事をやってこられた結果で

すか？

伊藤社長：インテリアの世界で「アイアン家具」という

言葉が使われ始め、その勢いに乗っていきたいと思って
家具作りを始めましたが、流行りになれば競合も増え、
量産できないと値段の勝負もできません。オーダー品は

伊藤社長：まだこれからですけどね。

うございました。
〜 編集後記 〜

３年前に拝見した八千代市指定文化財『佐山の獅子
舞』でお囃子を演奏している伊藤社長はとても素敵だな
と思っていました。今回取材をさせていただき感じた
『チャレンジし続ける姿勢』は更に魅力UPさせています。
今後の伊藤社長の活躍を応援していきたいです^^

（女性部会 広報委員 及川 直子）

受けていますが、
「アイアン家具」は難しいなと思ってい
たところ、キャンプブームに乗ってアウトドア用品を作
り始める事にしました。しかし、作っても実際に使って
みないと改良も出来ないため、キャンプ場を予約しよう
としましたが、週末はどこも予約が取れません。それな
ら空いている土地でキャンプをやらせてもらおうと思っ
たのがきっかけで、自分たちのキャンプ場を作る構想ま
で広がりました。キャンプ場を作れば人が来るようにな
り、
地域貢献にも繋がると思いました。それが
「KAGUYA」
というキャンプ場です。

及川委員：今一番力を入れているのは「KAGUYA」で

「佐山の獅子舞」は五穀豊穣と悪疫退散を祈願し、毎年お
彼岸の中日に開催される八千代市指定文化財の伝統芸能で
す。獅子は「親獅子」
「中獅子」
「女獅子」の 3 匹の獅子が
腰に太鼓を付け「オオガカリ」と「カコイ」の 2 種類を交
互に舞い、同地区にある熱田神社で舞を奉納した後、妙福
寺へと移動し再び舞を奉納します。
伊藤勝巳社長は囃子方で笛吹きをされています。お面を
付けて獅子舞をされているのも法人会の役
員の方だそうです。
Youtube「Youji TK」より佐山の獅子舞動画

法人会で多彩な出会いのチャンスを
ほうじん千葉西
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川辺住販有限会社
代 表 者

代表取締役

代 表 者

代表取締役

設

昭和63年2月

設

昭和46年6月

事業内容

不動産及び建築一般

事業内容

消防設備、通信設備 設計 ･ 施工 ･ 保守 ･ 点検

住

千葉市花見川区幕張町 4-615-3

住

千葉市稲毛区

立
所

TEL：043-271-1233

川辺

平和防災株式会社

博行

立
所

FAX：043-272-5000

佐藤

宣仁

長沼原町 774-2

E-メール：info@home-web.co.jp

TEL：043-257-4330

URL：https://www.kawabe-j.com/

FAX：043-257-8597

定休日：水曜日

E-メール：info＠heiwa119.com
URL：http://www.heiwa119.com

☆消火器の使用法
⇨ こちらのURLからyoutube を
ご覧下さい！
https://youtu.be/TG7kDURaggk

代 表 者
店

平成3年6月

設

事業内容

ラーメン店

住

習志野市谷津
4-6-28

開

所

中䑓  智子
昭和60年11月

事業内容

旅行業

住

八千代市米本 1652-1

所

T E L：047-488-2952
FAX：047-488-1695

TEL：047-451-1777

『ラーメンほうらい』 です。

こってり系ではなく、豚、鶏ガラ、野菜をふんだんに
使った昔ながらのスープの味と心でおもてなししてい
ます。
地元アメリカンフットボールチーム

「オービックシーガルズ」を一緒に応援しましょう‼

広報誌「地域の仲間たち」原稿募集中！ HP「会員企業PR」リンク先受付中！
詳しくは、事務局までお問い合わせ下さい

公益
社団法人 千葉西法人会会員証

◀法人税確定申告書「別表−」下の余白に貼付する会員証です
申告書にこのマークを切り取って貼りましょう。

e-Tax ご利用の場合は法人事業概況説明書の「16 加入組合等の状況」
欄に千葉西法人会会員と入力しましょう。

印刷／株式会社翠松堂 BTL

千葉西法人会広報誌やホームページで貴社をPRしてください!!

勝

定休日：毎週木曜日と第3水曜日
（毎月第1土曜日はTOKU TOKU SALE！ラーメン1杯400円‼）

八千代市で創業し、一期一会出会いを大切にし、37年
が経ちました。
現在は、大型バスからマイクロバスまで計10台保有。
観光バスを利用したグループ旅行や社員旅行などを企画
をしております。
また、会社と駅間など
の 送 迎 バ スの 運 行 も
行っております。
団体旅行・貸切バス・
送迎バスに関すること
は何でもお気軽にご相
談下さいませ。

編集責任者／広報委員長 髙橋

E-メール：info@e-kamome.co.jp

谷津商店街に入って右側、谷津保健病院と背中合せの

  


立

敏美

代表取締役

TEL 043-272-8567 FAX 043-275-1626

伊藤 秀樹

発行人／会長 渡邉

かもめトラベル株式会社

有限会社丸光商事（ラーメン 来）

発行日／令和４年10月27日

当社は総合防災設備業者としての責任と、社会にお
ける重要性を認識し、より良い施工技術、メンテナン
スを提供し、お客様のご要望に応え、信頼できる品質
マネジメントシステムを確立し、「顧客満足」を最優先
とした営業方針を貫いてまいります。

〒 262-0031 千葉市花見川区武石町 2-612-16

当社はＪＲ幕張駅の北口（山側）を降りて、東京方
面に100m程進んだところにございます。幕張はご存
じのように幕張メッセやマリンスタジアムが有り、神
田外語大学や県立衛生短期大学といった学校も有りま
す。電車だけでなく京葉
道路の武石インターも近
く交通アクセスの非常に
良いところです。幕張周
辺でお探しの際には、お
気軽にお問い合わせ・ご
来店下さい。

編集・発行
公益社団法人 千葉西法人会 広報委員会

地域の仲間たち

掲載原稿
募集中！

